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◆敬老事業のうち、「個人」を対象とした贈呈事業を縮小

し、市全体の高齢者施策の充実を検討する』に賛成する

市民の割合は、「賛成」（48.7％）と「どちらかといえば

賛成」（24.8％）を合わせた 73.5％。一方、『敬老事業の

うち贈呈事業を縮小し、市全体の高齢者施策の充実を検

討する』ことに反対する市民の割合は、「反対」（2.2％）

と「どちらかといえば反対」（3.2％）を合わせた 5.4％

で、『敬老事業のうち、「個人」を対象とした贈呈事業を

縮小し、市全体の高齢者施策の充実を検討する』に賛成

する市民の方が多い。 

◆年代別にみると、「賛成」と「どちらかといえば賛成」

を合わせた割合は、20 代(67.4％)、30代(69.3％)、70

歳以上（71.2％）は他の年代に比べ少ない。 

 

 

 

 

 

 

問１ 静岡市では、敬老事業のうち敬老祝金、記念品贈呈などの「個人」を対象とした贈呈事業を縮小し、

超高齢社会に対応し、高齢者の皆さんが地域でその人らしい生活が続けられるよう支援することが

最も重要であると考え、市全体の高齢者施策の充実を検討しています。 

このことについて、あなたはどのように感じますか。（〇は１つ） 

＜参考＞ 

・静岡市の高齢者人口 192,413 人（3.7人のうち１人は 65歳以上） 平成 26年３月 31日現在 

・平均寿命 静岡市 男 79.5 歳 女 86.6歳 （厚生労働省 平成 22年市区町村別生命表の概況より） 

４ 敬老事業について 

敬老事業の「個人」を対象とした贈呈事業を縮小し、市全体の高齢者施策の充実を検

討することに、賛成の市民は 73.5％、反対の市民は 5.4％ 

賛成 48.7%

どちらかと

いえば賛成

24.8%

どちらとも

いえない

17.8%

どちらかと

いえば反対

3.2%

反対 2.2% 無回答 3.3%

(n=2,371)

男　　性 (n=1,003)

女　　性 (n=1,308)

２ ０ 代 (n=144)

３ ０ 代 (n=254)

４ ０ 代 (n=369)

５ ０ 代 (n=374)

６ ０ 代 (n=526)

70歳以上 (n=659)

葵　　区 (n=891)

駿 河 区 (n=670)

清 水 区 (n=765)

性
　
別

年
　
　
　
代

行
　
政
　
区

49.1

49.1

38.9

38.6

46.6

50.0

54.0

51.9

50.1

48.2

48.5

23.5

26.1

28.5

30.7

29.8

27.0

24.0

19.3

24.7

25.5

24.7

16.8

18.3

19.4

22.8

18.2

16.8

15.2

17.6

18.1

17.6

17.6

4.2

2.5

8.3

2.8

2.4

3.2

3.0

2.7

2.2

4.0

3.8

3.8

1.1

3.5

3.5

2.7

2.1

1.7

1.8

2.4

2.1

2.2

2.6

2.8

1.4

1.6

0.3

0.8

2.1

6.7

2.6

2.5

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賛成 どちらかといえば賛成 どちらともいえない

どちらかといえば反対 反対 無回答
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◆敬老事業の見直しは、「敬老会で行っている個人への記

念品贈呈を廃止する」が 39.2％で最も多い。一方、「現

状のままでよい」とする現状維持は 29.4％となっている。 

◆年代別にみると、「敬老会にて行っている個人への記念

品贈呈を廃止する」は、50代と 60代では４割を超え多

い。また、70歳以上でも（34.6％）で、「現状のままで

よい」の（32.5％）を上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたは、今後の敬老会について、どのような見直しが必要だと思いますか。（〇は１つ） 

＜参考＞ 

・敬老会は、自治会町内会が祝賀会や記念品贈呈を実施し、市は、77歳以上の方を対象として１人当たり
2,500 円を積算基準として自治会等に助成を行っています。 

・敬老会開催のための敬老行事補助金額  総額１億 9,700 万円 （平成 25 年度実績） 

敬老事業の見直しは、「敬老会で行っている個人への記念品贈呈を廃止する」が 39.2％

次いで「対象高齢者の年齢を引き上げる」が 13.4％、「敬老会の積算金額を引き下げ

る」が 8.6％で、何らかの見直しが必要と思っている市民は 61.2％ 

対象高齢者の年

齢を引き上げる

13.4%

敬老会の補助金

の積算金額(1人

2,500円)を引き

下げる 8.6%

敬老会にて行っ

ている個人への

記念品贈呈を廃

止する 39.2%

現状のままでよ

い 29.4%

その他 4.9%
無回答 4.5%

(n=2,371)

男　　性 (n=1,003)

女　　性 (n=1,308)

２ ０ 代 (n=144)

３ ０ 代 (n=254)

４ ０ 代 (n=369)

５ ０ 代 (n=374)

６ ０ 代 (n=526)

70歳以上 (n=659)

葵　　区 (n=891)

駿 河 区 (n=670)

清 水 区 (n=765)

性
　
別

年
　
　
　
代

行
　
政
　
区

13.8

13.2

13.9

12.2

14.9

10.7

12.7

15.0

12.6

14.2

13.7

8.0

9.3

11.1

13.4

12.5

7.2

6.3

7.1

8.8

8.4

8.9

37.5

41.4

36.1

39.0

38.2

42.8

45.8

34.6

41.8

39.4

37.5

31.1

27.8

31.9

28.7

27.1

31.0

25.3

32.5

27.5

29.9

31.2

5.4

4.7

4.2

4.3

5.7

6.4

4.9

4.1

5.6

4.8

4.2

4.3

3.6

2.8

2.4

1.6

1.9

4.9

6.7

3.8

3.4

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対象高齢者の年齢を引き上げる

敬老会の補助金の積算金額(1人2,500円)を引き下げる

敬老会にて行っている個人への記念品贈呈を廃止する

現状のままでよい

その他

無回答
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◆敬老祝金及び 100歳祝品贈呈の見直しは、「現状のまま

でよい」が 35.0％で最も多く、「祝金贈呈年齢のうち、

一部の年齢を廃止する」は 30.9％などとなっている。 

◆性別にみると、「現状のままでよい」は男性（39.0％）

の方が女性（31.7％）より多く、「100歳の祝品を縮小す

る」は女性（14.9％）の方が男性（8.8％）より多い。 

◆年代別にみると、「祝金贈呈年齢のうち、一部の年齢を

廃止する」は 60代（36.3％）が最も多く、20代(26.4％)

と 70 歳以上(27.3％)で他の年代に比べ少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

問３ あなたは、敬老祝金及び 100 歳祝品贈呈について、どのような見直しが必要だと思いますか。（〇

は１つ） 

＜参考＞ 

・敬老祝金  総額 7,800 万円 11,547 人（平成 25年度実績） 

77 歳(5,000 円贈呈)7,889 人   88歳(1万円贈呈)3,419 人   99歳(2 万円贈呈)239 人 

・新 100 歳記念品 総額 820 万円 219 人（平成 26年度予算）  

平成 26年度の祝品は、肖像画又は地場産品（市からの他に国・県より記念品贈呈があります） 

敬老祝金及び 100歳祝品贈呈の見直しは、「現状のままでよい」が 35.0％で最も多い。 

一方、「祝金贈呈年齢のうち、一部の年齢を廃止する」は 30.9％、「祝金額を下げる」

が 10.1％、また、「100歳の祝品を縮小する」は 12.0％ 

祝金贈呈年

齢のうち、

一部の年齢

を廃止する

30.9%

祝金額を下

げる 10.1%

100歳の祝品

を縮小する

12.0%

現状のまま

でよい

35.0%

その他 7.0%

無回答 5.1%

(n=2,371)

男　　性 (n=1,003)

女　　性 (n=1,308)

２ ０ 代 (n=144)

３ ０ 代 (n=254)

４ ０ 代 (n=369)

５ ０ 代 (n=374)

６ ０ 代 (n=526)

70歳以上 (n=659)

葵　　区 (n=891)

駿 河 区 (n=670)

清 水 区 (n=765)

性
　
別

年
　
　
　
代

行
　
政
　
区

29.0

32.9

26.4

31.9

33.3

29.9

36.3

27.3

30.5

30.6

32.4

9.5

10.6

13.9

11.0

11.9

9.4

7.8

10.2

11.3

9.0

9.9

8.8

14.9

13.2

12.6

13.8

12.8

12.2

10.3

12.8

12.1

11.5

39.0

31.7

36.8

33.1

34.7

34.5

31.7

38.2

33.2

36.7

35.6

9.3

5.5

6.9

9.4

5.1

9.4

7.2

5.9

7.2

7.6

6.4

4.5

4.4

2.8

2.0

1.1

4.0

4.8

8.0

4.9

4.0

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

祝金贈呈年齢のうち、一部の年齢を廃止する

祝金額を下げる

100歳の祝品を縮小する

現状のままでよい

その他

無回答



【敬老事業について】 

- 76 - 

平成 26年度 市民意識調査 

 

 

 

問４ 静岡市の敬老事業に関するご意見・要望などがありましたら、ご自由にご記入ください。 

敬老会開催・運営等について 328件

行政区- 地　域 -年代-性別 記入内容

葵　区-城内地域-30代-男性 ・今すべきことは若者の就労支援と子育て対策。
葵　区-城内地域-30代-男性 ・病院は高齢者に占められていて子供にとっては待ち時間が苦になります。医療施設を増やしてほしい。
葵　区-城内地域-40代-男性 ・予算をかけすぎ。子供の就学助成、奨学金に使うべき。
葵　区-城内地域-40代-男性 ・現状の「ただやっている」「毎年やっているから」から真に求められることを検討してほしい。

葵　区-城内地域-40代-男性
・本当に困っているお年寄りにはしっかり面倒を見てほしいと思うが余裕のあるお年寄りもいるのも事実。その差
　が結構大きいと思う。難しい問題だと思う。

葵　区-城内地域-50代-男性 ・敬老といった気持ちが慣習になっている感じがする。

葵　区-城内地域-50代-男性
・老人も生きがいを持ち、ボランティア活動などで社会に関わっていく。それによりポイントを得て、そのポイン
　トは市の施設で使用できる。

葵　区-城内地域-50代-男性
・テレビで、ある市で100歳までに死亡しているのに嘘をついて110歳まで多額の保障を受けていた身内がいたそう
　だが、生活保護のため賠償請求はなし。犯罪を許す市になってほしくない。

葵　区-城内地域-50代-男性 ・個人贈呈を廃止し、施設や巡回サービスの充実。
葵　区-城内地域-50代-男性 ・老人と言われる人たちが仕事するシステムを構築してほしい！仕事をしている間は健康でいられる。
葵　区-城内地域-50代-女性 ・「敬老会」といって暑い体育館に参加させるのはどうなのか、相手の立場になった祝い方を望みます。
葵　区-城内地域-50代-女性 ・敬老会ではアルコールは出さない。
葵　区-城内地域-60代-男性 ・物よりも敬老会等の充実。
葵　区-城内地域-60代-男性 ・敬老事業など無駄。
葵　区-城内地域-60代-男性 ・静岡市でも節約することがたくさんある。
葵　区-城内地域-60代-男性 ・町内会主体ではなく、小学生～大学生を含めた祝のイベントがあればよい。
葵　区-城内地域-60代-男性 ・高齢者の生きがいをつくった方がいい。
葵　区-城内地域-60代-男性 ・老人が増えるので全体に予算を下げる。
葵　区-城内地域-60代-女性 ・本当に生きている人、生かされている人とは違うと思う。
葵　区-城内地域-60代-女性 ・事業見直し、高齢者施策の充実、とてもすばらしい検討だとうれしく思う。１日も早い実行をお願いしたい。
葵　区-城内地域-60代-女性 ・楽しいお話会くらいにし、食事会をするなら2500円くらいで自分たちで会費を出して参加した方が気が楽。
葵　区-城内地域-70上-男性 ・金額の高低ではなく、市が高齢者に感謝の意をもってもらっているのがありがたい。
葵　区-城内地域-70上-男性 ・低所得者に対する特養老人ホームの施設充実を図ってほしい。
葵　区-城内地域-70上-男性 ・本章は「廃止」を正当化するための質問に見える。目的、方向性が明確であれば予算を抑えても良いとは思う。
葵　区-城内地域-70上-男性 ・現状では77歳は高齢ではない。

葵　区-城内地域-70上-女性
・ひとり暮らしで普段も家族との交わりのない高齢の方にはせめて節目でお祝いして差し上げて下さい(それだけ
　キメ細かい福祉が必要です)。

葵　区-城内地域-70上-女性 ・自宅にいるお年寄りに食事の宅配をお願いしたい。

葵　区-城内地域-70上-女性
・敬老祝金などより老人会への補助金を増やして老人(シルバー)の活動の場を活用する（公園の除草リサイクル活
　動への補助として出す）。

葵　区-城内地域-70上-女性 ・敬老会を楽しみにしている人はあまりいないのではないか。
葵　区-城内地域-70上-女性 ・何が心がこもっているかこれから考えるとよい。金額の問題ではない。支援はより強化にすべきは結論。
葵　区-城内地域-70上-女性 ・敬老会は出席者が少ない。
葵　区-城北地域-20代-男性 ・収入が減っているのだから一番お金のかかる高校、大学の人などに充てるべき。
葵　区-城北地域-30代-男性 ・どんどん敬老対象が増えるのにそれに多くの税金を使うなら子育て支援にまわしてほしい。
葵　区-城北地域-40代-男性 ・高齢化が一層進行したら見直す。

葵　区-城北地域-40代-女性
・記念品贈呈など「市長のテレビ映り」しか目的がなく全く内容がない。みんながお年寄りの時代に自治体が敬老
　事業を行う意味はない。もっと現実的な事業に税金を使ってほしい。

葵　区-城北地域-40代-女性 ・77歳は必要ない。
葵　区-城北地域-40代-女性 ・公共交通機関の乗車代を無料にしてほしい。
葵　区-城北地域-40代-女性 ・敬老に関する経費の削減だけでなく、高齢者の活動を活発化し、健康寿命の長寿化を目指す。
葵　区-城北地域-50代-男性 ・廃止の方向で検討したら。
葵　区-城北地域-50代-女性 ・何年か前、年齢の一覧表が回ってきて驚いた、失礼だなと思った。
葵　区-城北地域-50代-女性 ・敬老＝祝いと考える。市からの贈呈で長生きできたとの実感が周りの目から見ても実感がわくのでは。
葵　区-城北地域-50代-女性 ・敬老会そのものを開くことが大変になっていくのではないか。
葵　区-城北地域-60代-男性 ・やる気がないならやめればよい。

葵　区-城北地域-60代-男性
・首長直下の懇談会を設け、敬老事業関係者とそれ以外の職業種と年齢層で構成された会を開き、事業の今後の提
　案を受ける。

葵　区-城北地域-60代-女性 ・今まで他人事で考えた事がなかったので、低所得者だけでいい。
葵　区-城北地域-60代-女性 ・高齢者の人口が増える中、敬老祝金は見直した方がよい。
葵　区-城北地域-60代-女性 ・高齢者が増え、平均寿命も延びているので廃止できるものはすべし。
葵　区-城北地域-70上-男性 ・敬老事業は高齢者にとってありがたい事だが、それ以上に老人介護施設の充実が望まれると思う。
葵　区-城北地域-70上-男性 ・永世的に改めた方が良い。
葵　区-城北地域-70上-男性 ・子育てなどに頑張る若者にお金をまわしてほしい。
葵　区-城北地域-70上-男性 ・個人ではなく、全体の福祉となるような事業展開を望む。
葵　区-城北地域-70上-男性 ・経費がかかりすぎるのなら議員の数を減らす。
葵　区-城北地域-70上-男性 ・敬老に関する具体的な働きかけを受けたことがなく、敬老の意識を感じたことがない。
葵　区-城北地域-70上-男性 ・自治会、町内会への補助金を出しているのなら、個人への祝金は贈呈範囲をもっと絞ってよいのではないか。
葵　区-城北地域-70上-男性 ・予算は個人に使うのではなく高齢者の見守りと介護に使うべき。
葵　区-城北地域-70上-男性 ・事業が理解されていないと思うが押しつけも困る。
葵　区-城北地域-70上-女性 ・贈呈事業は廃止して、日々の生活がよりよいものになるようにお金を使ってもらいたい。
葵　区-城北地域-70上-女性 ・元気な老人たちへの娯楽の提供。
葵　区-城北地域-70上-女性 ・歩行者のために安全に歩ける場所や道路を提供してほしい。
葵　区-城北地域-70上-女性 ・スカーフやマジックで簡単にとめられるもの。
葵　区-城東地域-20代-男性 ・子育て世代への補助へまわしてほしい。
葵　区-城東地域-20代-男性 ・予算の縮小はやむを得ないが高齢者に対しての取組は充実していくべき。
葵　区-城東地域-20代-女性 ・平均寿命も上がっているし、予算が膨らむばかりでは大変なので個人よりも全体にお金をかけたい。

葵　区-城東地域-20代-女性
・贈呈品などは、本人ではなく家族がもらっていると思います。金額ではなく、ご本人と家族との写真を撮ってプ
　レゼントなども喜ばれると思います。だんだん写真を撮る機会も減ってくるので。

葵　区-城東地域-30代-女性 ・上記の祝い制度があることすら知らなかった。100歳はぜひお祝いして、それ以外は不要では。

葵　区-城東地域-30代-女性
・歩道のバリアフリー化。ちょっとした段差で顔から転ぶ、階段が登れない等足腰に関わる事で外出しなくなり全
　体が弱くなるのが老人です。外出しやすい環境を造ってあげて下さい。
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葵　区-城東地域-30代-女性
・もっと廃止や削るところがあるはず。老親いじめとは思わないがやめてほしくない。記念品を楽しみにしていた
　のに母の代からはもらえなかったので残念。

葵　区-城東地域-30代-女性
・記念品や祝金など一過性のものに使うのではなく、敬老会の行われている所への助成や生活に困っている人たち
　への生活支援に充てた方がよいと思う。

葵　区-城東地域-40代-男性 ・予算は限度があるので敬老事業より少子化対策。

葵　区-城東地域-40代-男性
・バリアフリー化がされていないので車道と歩道がお年寄りに負担をかけている。
　また、バスの優先席をわかりやすくすることが必要。

葵　区-城東地域-40代-女性 ・事業見直しで生まれた資金を適切に使ってほしい。もっと無駄を減らせる事業を見つけてほしい。

葵　区-城東地域-40代-女性
・年をとることは当たり前で、長生きしたから祝う必要はない。その分を子供やこれからの世代にまわしてほし
　い。

葵　区-城東地域-50代-男性 ・これからの人材(子供）に対象を変えてほしい。
葵　区-城東地域-50代-男性 ・高齢者を敬愛しているとは思えない。
葵　区-城東地域-50代-女性 ・今の老人が今の日本を作ってくれたので少ないくらいだと思う。もっと祝金を上げてもいいのでは。
葵　区-城東地域-50代-女性 ・長寿が増える中、廃止か100歳くらいに限定した方がいい。
葵　区-城東地域-50代-女性 ・町内会に入っていない人にも支援が届くようにしてほしい。
葵　区-城東地域-60代-男性 ・各地区に高齢者が自由に出入りできる施設の充実。

葵　区-城東地域-60代-女性
・75歳は現状では若くて会に参加しようとしない方が多い。欠席の方々にお弁当、記念品などを自治会役員が一つ
　一つ配達する必要はないと思います。

葵　区-城東地域-60代-女性 ・現状のままで推進した方がよいと感じる。
葵　区-城東地域-60代-女性 ・老人世帯の困りごとや希望を聞き、年一度、敬老の日に個々に応じて若者やボランティアを派遣する。
葵　区-城東地域-60代-女性 ・敬老祝金よりも高齢者が集まって話ができるような施設を身近に多くほしい。
葵　区-城東地域-70上-男性 ・すべて廃止し、この予算は将来の静岡を守ってくれる人の事業に向けたら住みやすい街づくりができると思う。
葵　区-城東地域-70上-男性 ・将来的には両方とも廃止。
葵　区-城東地域-70上-男性 ・今では77歳を高齢者扱いできない。高齢者の外出を促すために常に利用、活用できる場所、施設がほしい。

葵　区-城東地域-70上-男性
・老人対策として補助金を増す事。老人福祉に予算を増して、老人福祉を充実させてほしい。これを読むと敬老予
　算を削減する姿勢と読み取れ怒りを感じる。こんな姿勢で静岡市が住みよい街になるとはとても思わない。

葵　区-城東地域-70上-女性 ・市だけでよい。
葵　区-城東地域-70上-女性 ・町内会の使い方次第だと思う。

葵　区-城東地域-70上-女性
・高齢者を大事にすることは大切だが、本人より家族が使ってしまうことが多いと思う。若い人に負担をかけるの
　はかわいそう(お金がかかる時だから）。

葵　区-城東地域-70上-女性 ・まず家族が声かけある市民を願う。高齢者問題(オレオレ詐欺、孤独、認知症他）に良い方向付けができる。
葵　区-安倍地域-20代-女性 ・祝われるより、日々の生活を整える方がよいと思う。
葵　区-安倍地域-20代-女性 ・高齢者の尊厳を守ること、よりよい生活が送れるように介護予防の観点に焦点をあてた方がいいと思う。
葵　区-安倍地域-30代-男性 ・同居している家族に、例として300万円くらいあげる。よって高齢者の１人暮らしを減らす。
葵　区-安倍地域-30代-男性 ・働ける高齢者を市の活性化に活用すべき。
葵　区-安倍地域-30代-女性 ・これから増える高齢者への予算はどうするのか疑問に思う。
葵　区-安倍地域-40代-男性 ・そのお金で高齢で足など体が不自由な人のために駅などのエレベーター設置などの費用にまわしてほしい。
葵　区-安倍地域-40代-男性 ・全国または市や県等の平均寿命等を考慮して決めるべきだと思う。
葵　区-安倍地域-40代-女性 ・高齢者支援の割引サービスを考えてほしい。
葵　区-安倍地域-40代-女性 ・金銭面で大変なご老人は病気の時など困る。高齢者を支える家族はもっと困る。
葵　区-安倍地域-40代-女性 ・高齢者と支える人々のニーズに応えるかたちがよい。

葵　区-安倍地域-40代-女性
・今後の高齢化に向けて、こういうことをもっと早くに取り組んでほしかった。ほしがる人だけが大喜びなんてど
　うだろうか、もっと違うかたちはないのか。

葵　区-安倍地域-50代-男性 ・敬老事業は必要だが、社会保障費の個人負担が上昇している中、均等な配分という観点で推進していくべき。

葵　区-安倍地域-50代-女性
・高齢化が進む中、老老介護が増えているが受け入れ施設は少なく今後が心配。独居老人が増える中、本人が認知
　症を意識してないなどの心配もある。

葵　区-安倍地域-50代-女性 ・敬老会会場へ行って楽しめるよう、そこにお金をかけて同年代との語らいを楽しめる一日にしてあげたらいい。

葵　区-安倍地域-60代-女性
・敬老会開催等、婦人部が借り出される。お祝いだから善意で参加したいが、仕事を休むのも困難。お世話する人
　も高齢となり、敬老会そのものを再考する必要がある。

葵　区-安倍地域-60代-女性
・100歳まで生きている方を周りが補助して下さっていると思うので、その方たちにお礼の意味でもお金を差し上
　げる(記念品は少なく)77歳はお祝いはいらないと思います。

葵　区-安倍地域-60代-女性
・町内の方に一人2500円もの助成金をいただいていることを今まで全く知りませんでした。びっくりです。まだ敬
　老会には出席したことはありませんがお手伝いする限りではその2500円が有効に使われているようには思えませ
　ん。足腰が悪くて出席できない人の分まで出席する人が使っているように思います。

葵　区-安倍地域-60代-女性 ・高齢者の住みやすいまちにしてほしい。
葵　区-安倍地域-70上-男性 ・自治会、町内会、婦人会等の負担が大きい。
葵　区-安倍地域-70上-男性 ・老人病院のような公的な老人のための医療施設を考えてほしい。

葵　区-安倍地域-70上-女性
・敬老の気持ちはいつの世にも忘れて欲しくないと思いますが、若い世代の減少を想う時、経済的負担を少なくし
　てあげたいと思う。

葵　区-安倍地域-70上-女性 ・一人暮らしの老人が増えています。人と人とが話せるような所が出来るとよいと思います。
葵　区-藁科地域-20代-女性 ・敬老よりも若い世代を育てる事業を重視した方が良い。
葵　区-藁科地域-20代-女性 ・年金で賄えていない高齢者への配慮をしてほしい。
葵　区-藁科地域-30代-女性 ・高齢者にとって敬老会は楽しみ。生きがいになるイベントを企画してほしい。
葵　区-藁科地域-40代-男性 ・時代に合った事業を要望する。望みは孤独の解消、生活支援です。

葵　区-藁科地域-40代-男性
・長寿を祝うことで高齢者の孤立を防ぐ方法だったり、社会と交わるきっかけになったらと思う。今の時代にあっ
　たお祝いの仕方がよいと思う。

葵　区-藁科地域-50代-男性 ・高齢者の敬愛はよいが、それを支える若者を大切にしてほしい。安心して子供を産める環境を造ってほしい。
葵　区-藁科地域-50代-女性 ・何もわからないような状態の人を祝っても意味がない。
葵　区-藁科地域-50代-女性 ・記念品を渡すより日常生活の実用的な事柄にお金を使った方がよい。

葵　区-藁科地域-50代-女性
・77歳はこれから増加すると思うので、88歳と100歳のみにしてもいいと思う。99と100歳は差がないので、100歳
　は今まで通り。

葵　区-藁科地域-60代-男性 ・お祝い言葉、祝福だけで良い。
葵　区-藁科地域-60代-男性 ・励ますことで活性されるのでは。
葵　区-藁科地域-60代-男性 ・敬老への理解、関心を深めるのは大事だが金品は無駄。廃止すべき。
葵　区-藁科地域-60代-女性 ・今まで働いてきたので、今まで通りでいいと思う。
葵　区-静岡山村-70上-男性 ・敬老会の対象年齢を80歳にする。
葵　区-町名不明-20代-男性 ・敬老にお金をかけるのはやめて少子化対策に充てる。老人にお金をかけるのなら健康面にかけるべき。

葵　区-町名不明-30代-女性
・高齢者が元気に長生きしてもらうため、無料の体操教室やスポーツ教室等の憩いの場を設けたらいいと思う。ま
　たそれに参加してもらうように周知徹底する。

葵　区-町名不明-30代-女性 ・長寿のお祝いはその人の健康状態によって変えられるとよい。
葵　区-町名不明-30代-女性 ・高齢者が孤立しないような仕組みの構築。
葵　区-町名不明-30代-女性 ・敬老会は廃止。その分、高齢者の健康維持のための教室を開くなどすればよい。
葵　区-町名不明-30代-女性 ・少しでもお金をかけないで何かできないか考えてほしい。今後高齢者はもっと増えていく。
葵　区-町名不明-40代-女性 ・70歳以上の人が無料で利用できる場を増やしてほしい。
葵　区-町名不明-40代-女性 ・介護している人への支援が必要。
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葵　区-町名不明-50代-男性
・高齢者に対する行政サービスは不要なので、すべて廃止の方向へ持っていくべき。少子化対策の方が課題だ。調
　査項目に「少子化対策」がないことそのものが大問題だ。

葵　区-町名不明-50代-女性
・一時的な物でなく、毎日、関わる環境の整備等のお金をかけた方がよい。それより高齢者が何をしてほしいの
　か、に基づいて政策を立てた方がよい。

葵　区-町名不明-60代-男性 ・贈呈金品を廃止し、その分を自治会への助成金にしてもらいたい。

葵　区-町名不明-60代-男性
・長寿イコール祝いという考え方を見直してはどうか。年金からひかれる税金を減額された方がお祝いされるより
　いいと思う。

葵　区-町名不明-60代-女性
・高齢者が増えているから祝金、記念品の削減を考えるのはおかしい。敬老の意味ではむしろ増やす方向に行くべ
　き。

葵　区-町名不明-70上-男性 ・敬老事業にお金を使うより若い人のために使ってほしい。
葵　区-町名不明-不明-不明 ・お金の大変な人に何かしてほしい。

駿河区-城南地域-30代-男性
・長生きも人生も個人の身に起こっていること。とにかく今からのことを考えるべき。無駄を超えて危機感の無さ
　過ぎるこのテーマ自体にあきれる。冷たいかもしれないが長生きして幸せでそれでよいのでは？祝っている場合
　ではない。ちゃんと目を開いて現代を見て下さい。

駿河区-城南地域-30代-女性 ・介護施設の会社と共同で何かできないかと。
駿河区-城南地域-30代-女性 ・お年寄りも大事だが子供の事も考えてほしい。

駿河区-城南地域-30代-女性
・祖母が100歳の記念のお祝いをしてもらい、親戚一同とてもうれしかったことを覚えています。一部の年齢は廃
　止してもよいと思うが100歳はお祝いしてほしい。

駿河区-城南地域-30代-女性 ・敬老より子育てに力を入れてほしい。

駿河区-城南地域-30代-女性
・高齢者に何かしてあげるのではなく、高齢者その人自身がいきいきと生活できるように主役に出来るようになっ
　たら良いと思います。例えば90歳でも病院にかからず元気な健康長寿な人を老人会の記事に取り上げるなど。
　70代、80代の人が｢こういう元気な年寄を目指そう｣と思えるようになると医療費も減ってくると思います。

駿河区-城南地域-40代-女性 ・77歳の方はお元気な方が多いと思いますが。
駿河区-城南地域-50代-女性 ・祝金、祝品より現在の生活が維持していけるよう、現実をしっかり見てほしい。安心して生きていける人生を。
駿河区-城南地域-50代-女性 ・老人センターに人が集まるような企画、講座を多くし、独居老人に会話と笑顔を。

駿河区-城南地域-50代-女性
・100歳以上まで生きることがおめでたいことだと思ったことがない。お世話する側にも助けてあげれるようなシ
　ステムにしてほしい。

駿河区-城南地域-50代-女性
・暑い時期、クーラーもない学校の体育館で敬老会をやること、もっと考える方がよいと思う。ずっと変わらない
　やり方で本当に喜んで集まっているのかと思う。

駿河区-城南地域-50代-女性 ・高齢者を敬愛することは当然だが、これから社会を担っていく若者や子供たちに力を入れるべき(予算）。
駿河区-城南地域-60代-男性 ・自治会町内会に依存せず、静岡市として実行する。また金品より医療介護の充実を期待する。
駿河区-城南地域-60代-男性 ・金額の問題ではない。いかに敬老の表現をするかの問題。
駿河区-城南地域-60代-男性 ・高齢者が多くなれば医療費がかかるからそちらにお金をまわしてほしい。年金者にとっては医療費は高い。
駿河区-城南地域-60代-女性 ・社交性のない方は地域で行っている老人会には出たがらない。
駿河区-城南地域-60代-女性 ・長く生きることは大変。その間働き、納税し、敬意は表すべきだと思う。
駿河区-城南地域-60代-女性 ・高齢化社会に対し、子供たち、若者への負担を感じ、心苦しい。祝金、祝品は疑問に思う。
駿河区-城南地域-70上-男性 ・他の事業内容を検討し、現状を続行すべき。

駿河区-城南地域-70上-男性
・人類は親子の伝承でつながっていくのが動物の基本。孫も含めた活動が望ましい老人ばかり、身障者ばかりの閉
　じ込めはよくない。老人への慰問、障がい者の工作教室を開催し、楽しく安上がりに過ごす活動を実践中。

駿河区-城南地域-70上-男性 ・敬老会とか、みのり大学など、あまり実態がわからないので参加したことがない。気軽に参加できたら。
駿河区-城南地域-70上-女性 ・死亡時、公的保険を一度も使わなかった人の遺族にお礼金を渡す。
駿河区-城南地域-70上-女性 ・100歳を区切りとして祝ってほしい。
駿河区-大里地域-30代-男性 ・どんな人でも敬老会に参加できるようにしてほしい。
駿河区-大里地域-30代-男性 ・ある程度高齢者を切り捨てないと破綻する。

駿河区-大里地域-30代-女性
・敬老事業に力を入れる前にもっと必要なところに予算を投入するべきだ。高齢者が安心できることについてもっ
　と具体的に考えては？敬老事業ってそもそも何だ。

駿河区-大里地域-30代-女性 ・特別養護老人ホームの拡大など介護の面に資金を投入し、祝金や祝品は縮小する。
駿河区-大里地域-30代-女性 ・平均寿命が79歳や86歳なのに77歳で記念品はおかしい。これから増えるばかり。
駿河区-大里地域-40代-女性 ・77歳からなら毎年あげなくても77歳で1回目、88歳で2回目、100歳で3回目と10年に一度とかにすればいいと思

駿河区-大里地域-40代-女性
・高齢者が増える中、すべてにおいて対応してしまった場合、今後どうなっていくのかが心配だ。子供への負担が
　大きすぎるのではないか。

駿河区-大里地域-50代-男性 ・高齢者にとって仕事やそれに変わる生きがいが持てるようになるまでは現状でよい。
駿河区-大里地域-50代-男性 ・家族の負担を減らして、普通の生活をさせてほしい。
駿河区-大里地域-50代-女性 ・年金引き下げ、後期高齢者医療代、介護保険料など年寄の負担増。一つぐらいの楽しみ。

駿河区-大里地域-50代-女性
・市の負担金額ばかり書かないでほしい。これだけ予算がかかるのに、賛成できるのか？とだけ聞かれているよう
　で気分が悪い。弱い者いじめをしたいのか？というアンケートのような気がした。

駿河区-大里地域-50代-女性 ・老人に対してお金を使いすぎている。
駿河区-大里地域-50代-女性 ・敬老事業だけでなく町内会がうまく機能していない所もあり、役員に仕事をまわすのはやめてもらいたい。
駿河区-大里地域-60代-女性 ・参加できるものがほしい。
駿河区-大里地域-60代-女性 ・敬老会の出席率が下がっているので、ほかの方法を考えた方がよい。

駿河区-大里地域-60代-女性
・出席している人たちは１年頑張って来年は自分がその年齢になることを楽しみにしている人達がいる。それを見
　直すとか年齢を引き上げるとかはどうか。

駿河区-大里地域-70上-男性 ・自分も敬老者だが、敬老事業に誘いがない。どんな推進をしているのか。

駿河区-大里地域-70上-男性
・100歳近くになったら同年輩の健康ニュースを知らせてほしい。高齢者で寝たきり又は歩行困難者のために車い
　す等安心安全対策。

駿河区-豊田地域-20代-男性
・高齢者を敬愛する姿勢は大事だと思うが祝金や祝品が求められているかは不明に思われるので調査してからでも
　よいのではと思う。

駿河区-豊田地域-20代-男性 ・支援の内容を明確化するのであれば縮小してもよい。

駿河区-豊田地域-50代-女性
・元気な高齢者はそれを維持できるように、そうでない人（特に在宅人）が家族も含めて暮らしやすい市の行政を
　期待する。

駿河区-豊田地域-50代-女性 ・廃止には反対。
駿河区-豊田地域-60代-男性 ・老人施設の充実を図る。
駿河区-豊田地域-60代-女性 ・頑張って生きてきた80、90歳の高齢者が粗末にされているのを見ると、家庭での教育が何か足りない気がする。
駿河区-豊田地域-60代-女性 ・高齢者は住みやすい介護支援に祝金はまわしてほしいと思う。

駿河区-豊田地域-70上-男性
・77歳の祝金は不要。孤独な高齢者への慰労はほしい。移動手段がなく外出しにくい人への公共交通機関の無料パ
　スなどの補助。

駿河区-豊田地域-70上-女性 ・100歳以上の人には祝金は必要ない。

駿河区-豊田地域-70上-女性
・老人が増える中65歳で退職した人々の中には、体力的にも技術的にもまだ働けるし、年金だけでは生活できない
　人がたくさんいる。パートでいいので適正な仕事を紹介してほしい。

駿河区-豊田地域-不明-男性 ・高齢者になると収入が減る。生活が苦しいので助けになるような額の支給はありがたい。
駿河区-長田地域-20代-男性 ・お年寄りにお金を使うより、子供に使いましょう。
駿河区-長田地域-30代-女性 ・制度ができた時と社会情勢や環境が変化して長寿も増えている。それに合わせて敬老事業も変えるべき。
駿河区-長田地域-40代-男性 ・長生きする事がよいとは限らない。市で祝うことは無意味。
駿河区-長田地域-40代-男性 ・周囲の人たちの集会で日頃の苦労や世話するコツを共有し、ケアするストレスを軽減する。
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駿河区-長田地域-40代-男性 ・現状のまま継続してもらいたい。
駿河区-長田地域-40代-男性 ・高齢者の補助、サービスの充実。

駿河区-長田地域-40代-女性
・地域の老人会の集いなどとてもよいこと。集まって講師を読んだり体操したり内容もよいし横のつながりができ
　る事はよいこと。ずっと続いてほしい。

駿河区-長田地域-40代-女性 ・自治会が欠席者へ記念品を配るのだが、自治会に入っている人の現況が分からず苦労する。市で配達できないの
駿河区-長田地域-50代-男性 ・少しでも出費を抑えて赤字削減をしないと将来が心配。

駿河区-長田地域-50代-女性
・個人的なことを廃止して、その予算をもっと今後のために利用してほしい。これからの子供たちにあまり負担を
　かけたくない。

駿河区-長田地域-50代-女性 ・対象者が本当に喜ぶ方法を再考すべき。
駿河区-長田地域-50代-女性 ・節目年齢のお祝いはいいが、敬老会の補助金で役員が視察だと言って、旅行や宴会をやっている。
駿河区-長田地域-60代-女性 ・公民館等々がもっともっと利用できるよう、交通手段などの配慮が必要かと。
駿河区-長田地域-60代-女性 ・敬老年齢を引き上げる。77歳は廃止。
駿河区-長田地域-60代-女性 ・これから高齢社会になるので個々の老人への祝金は廃止し、それを全体に有効に使った方が良い。

駿河区-長田地域-60代-女性
・品物より介護施設の充実。安心して必要時には誰でも入所可能な特養ホームの増設。老人宅のサービスや配慮等
　考えた方がよいのではないか。

駿河区-長田地域-60代-女性 ・老人にお金をかけるより子供にかけてほしい。
駿河区-長田地域-70上-男性 ・参加できる人は楽しみにしていると思う。
駿河区-長田地域-70上-男性 ・敬老会の出席者のみが祝品を受け取るのはおかしい。
駿河区-長田地域-70上-男性 ・事業を縮小し、子育て世代に返してほしい。

駿河区-長田地域-70上-男性
・敬老というのは、地方自治体がやらなくてもよい。家族家系単位でやればよい。家庭でやるべきことを自治体が
　やるから家庭が崩れる。

駿河区-長田地域-70上-女性 ・祝金と言葉だけでどうか？教育とお楽しみを兼ねて、保育園の子供たちと交流等の行事は。
駿河区-長田地域-70上-女性 ・敬老行事補助金を安く入居できる老人ホームに使ったらどうですか。
駿河区-長田地域-70上-女性 ・高齢者に物はいらない。やさしい心、気持ちだけ。
駿河区-町名不明-30代-男性 ・高齢者に税金を使うより子供の未来に使ってほしい。
駿河区-町名不明-30代-女性 ・年齢の近い人たちがこのような場で会えるのを楽しみにしている人もいると思うので、行ってやったらよい。

駿河区-町名不明-40代-男性
・これからますます高齢化社会になり、年金額も自分たちの世代はまず今より少ない。削減するものはたくさんあ
　るはず。もっと税金など有効に使ってもらいたい。

駿河区-町名不明-40代-女性 ・自治会が年齢を把握していないので不公平。
駿河区-町名不明-50代-女性 ・老人施設or特養入所中の老人の方に対してはどのように。
駿河区-町名不明-60代-男性 ・戦争を体験し精一杯生きてきた高齢者に１つの楽しみを祝ってあげた方がいいと思う。
駿河区-町名不明-70上-女性 ・敬老会開催も良いが、弁当、飲み物の祝品は廃止する。祝金を個別に渡せば良い。宴会風にすべきでない。
駿河区-町名不明-70上-不明 ・敬老事業は別として静岡市の昔を語り継ぐ会のような企画がほしい。
清水区-庵原地域-20代-男性 ・高齢者にそこまでしてほしくない。
清水区-庵原地域-20代-男性 ・高齢者の寝たきり防止体操（しぞ～かでん伝体操）をもっと普及させてほしい。

清水区-庵原地域-20代-女性
・少子高齢化が進んでいることはよくわかっているけど、育児をしている身としては、少子化ももっと重視してほ
　しい。老人ホームのような施設と同じように子供が遊べ学べる施設を増やしてほしい。

清水区-庵原地域-30代-男性 ・元気な老人が増えているので、昔とは違うやり方を考えた方がいいのでは。
清水区-庵原地域-30代-男性 ・働く世代を置き去りにしないようお願いしたい。高齢者だけが市民じゃない。
清水区-庵原地域-30代-男性 ・事業について知らないことが多い。

清水区-庵原地域-30代-男性
・先の待機保育園に高齢者施設の併設。散歩ができ外に出て子供と触れ合え遊びを教える。その人との触れ合いが
　今の子供たちには少なすぎる。敬う気持ち、助ける気持ちを養うには触れ合う場が必要。

清水区-庵原地域-30代-女性
・今現在その人らしい生活ができていない人もいますが、敬老会に入っていない高齢者の方は助成がないの？
　入っていない人にも助成は必要じゃないの？敬老会でお金集めてる場合、あまってる所もたくさんあると思う。

清水区-庵原地域-30代-女性 ・お金を使わない高齢者よりもお金がかかる子供たちのためにお金を使うべき。
清水区-庵原地域-40代-男性 ・医療介護費を軽減できるよう元気の維持を主眼に置いた取り組みを期待します。
清水区-庵原地域-40代-男性 ・敬老事業自体を廃止して、単身高齢者の家庭訪問を拡充して孤独死を防ぐ取り組みに力を入れるべき。
清水区-庵原地域-40代-男性 ・意外に敬老会に出てこない人が多い。

清水区-庵原地域-40代-女性
・高齢者の人口を若年層で支えるのは限度があります。一部反対がいらしても根気よく説明し、若い世代に何でも
　負担が行くのは避けたいです。気がついた人が改善してほしいです。

清水区-庵原地域-40代-女性 ・記念品は必要ないが祝金は支給すればよい。高齢者は病院へ行きすぎ。行かなくてもすむ指導をしてほしい。
清水区-庵原地域-40代-女性 ・事業を廃止したところでその助成金や祝金の予算がその後適正に使われない気がする。
清水区-庵原地域-40代-女性 ・100歳だけにすればよい。

清水区-庵原地域-40代-女性
・動ける人は希望参加の食事会とか。食事代は自己負担、食べに行くか配達してもらうか。参加できない人は紅白
　まんじゅう配るだけじゃ怒るかな。

清水区-庵原地域-50代-男性 ・本当に高齢とともに生活苦の人たちにもっと援助を、難しいことですね。
清水区-庵原地域-50代-男性 ・高齢者の集会場所が二階にあり、足腰の弱い人にとっては危険及び集会などに参加しにくくなる。
清水区-庵原地域-50代-女性 ・自治会の記念品は、自治会によって違うと不公平に思う人がいるようなので、同じ方がよいのではないか。
清水区-庵原地域-50代-女性 ・高齢者の生活環境も様々。より貧しい人への支援や協力が必要。
清水区-庵原地域-50代-女性 ・他に何か考えてほしい。
清水区-庵原地域-60代-女性 ・88歳から。
清水区-庵原地域-60代-女性 ・敬老事業は不便な所に住む人にとっては無用。
清水区-庵原地域-60代-女性 ・今の敬老事業を根本から見直す。
清水区-庵原地域-70上-男性 ・これからは長く生きられない。「そっと」しておいてもらいたい。
清水区-庵原地域-70上-男性 ・自分の住む市町村しかわからないので要望はないが従来通り行ってください。
清水区-庵原地域-70上-女性 ・高齢者が日常の生活の中で楽しく過ごせる場所を設けて気軽に参加できるようにしてほしい。
清水区-庵原地域-70上-女性 ・高齢者のためのわずかな支出を削減するより無駄な公共事業や公務員給与の削減してほしい。
清水区-庵原地域-70上-女性 ・元気で地域活動に参加できる人だけでなく全ての人に贈呈してほしい。
清水区-庵原地域-不明-不明 ・「隗より始めよ」何か考えているか？またそのための消費税増税ではないか。
清水区-有度地域-20代-女性 ・高齢化が進んでいるので全体的に使う予算を減らすことをみんなに理解してもらいたい。
清水区-有度地域-20代-女性 ・敬老会があるということを知らなかった。

清水区-有度地域-20代-女性
・子供がたくさんいて、大人になり社会を作っていた時代は終わりに感じる。働いていない人、働いても稼ぐこと
　のできない社会が変わらない限り老人に「ありがとう」という気持ちで贈呈できないと思う。

清水区-有度地域-20代-女性
・高齢社会なのはわかるが、もう少し子供にも目をかけてもらいたいから、あまり偏らないようにしてほし
　い。

清水区-有度地域-30代-男性 ・高齢者と子供にやさしく十分な手当や施設を用意する市づくりをしてほしい。
清水区-有度地域-30代-男性 ・老人が本当に喜ぶことを予算をつけてやってあげて下さい。
清水区-有度地域-30代-女性 ・敬老のお祝いは各家庭で行えばいいこと。家族がない人は民生委員が声かけしたらどうか。
清水区-有度地域-40代-男性 ・健康上の理由等で地域活動に参加できない人にも自治会や市がフォローするなら賛成する。
清水区-有度地域-40代-女性 ・医療・福祉対策が万全なのか・安心して生活できるような面での助成になっているのか興味がある。
清水区-有度地域-40代-女性 ・年配の人がアルバイト感覚でできる活動があれば良い。
清水区-有度地域-40代-女性 ・地域でその人らしい生活を続ける…賛成だ。誰もが通る道なのでもっと事業内容を広めてほしい。

清水区-有度地域-50代-女性
・自治会のお手伝いとして参加しているが、参加している人はいつも同じ顔ぶれで年々数も減っている。個人へ
　の記念品も食べ物の好みもあり、父がもらっているがいつも無駄になる。
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清水区-有度地域-50代-女性 ・長寿は素晴らしい祝うべきことだが、福祉についていえばもっと目を向けお金をかけるべき分野があると思う。
清水区-有度地域-50代-女性 ・独居老人が生活していく上での公的手続（福祉面）を簡素化、そして本人にわかりやすいようにしてほしい。

清水区-有度地域-50代-女性
・高齢者が尊厳のある生き方ができるようにバックアップするのが敬老だと思う。高齢化が進む中では今までのよ
　うな一時的な祝金など意味がない。

清水区-有度地域-50代-女性
・高齢者が孤立することのない社会を望む。おじいちゃん、おばあちゃんなどと呼ぶことのない、～さんと呼び合
　える地域コミュニティが存在できることが敬老事業の第一歩だと思う。

清水区-有度地域-50代-女性
・「若い人がお祝いしにくる」ということを喜ぶ人が多いと思う。品物はもらっても使えないし、忘れがちだと思
　うのでお祝いの気持ちが大事だと思う。

清水区-有度地域-60代-男性 ・低所得者にも手をさしのべてほしい。
清水区-有度地域-60代-女性 ・元気な老人はグループを作り、小中学生もグループを作り共に奉仕活動や楽しい遊びやスポーツをして楽しむ。
清水区-有度地域-60代-女性 ・同年齢の人たちの地域での食事と集いは続けてほしいが記念品は不要。
清水区-有度地域-70上-男性 ・自治会にやらせておいて何を言うか。市で全てやったら！。
清水区-有度地域-70上-女性 ・自治会でやる敬老会での余興はやる人はいつも決まっているのでみんなで楽しめる会にしてほしい。
清水区-有度地域-70上-女性 ・祝金、記念品を検討するよりも介護方法、介護施設を充実すべき。
清水区-有度地域-70上-女性 ・ひとり暮らしの人は祝いを楽しみにしているのではないか。
清水区-羽衣地域-20代-男性 ・後先短い老人のことよりも先のことを考えるべきだと思う。
清水区-羽衣地域-20代-男性 ・若年層の負担が少なければ何でもよい。
清水区-羽衣地域-20代-男性 ・超高齢化社会への対応が目的なら、働く世代をこれ以上減らさないための政策を充実させるべきだ。
清水区-羽衣地域-20代-女性 ・祝金額を上げるより年金をあげてほしい。年寄りの税金を減らして安心できる人生をさせてほしい。
清水区-羽衣地域-30代-男性 ・敬老の必要性がわからない。
清水区-羽衣地域-30代-男性 ・行政が直接敬老事業に取り組むのは非効率になりやすい。民間企業やNPOへその税金を回し敬老をすべし。

清水区-羽衣地域-30代-女性
・自分の勤務先も敬老事業に関わっているので仕事をもらえるのはありがたいが、年々数が増えているのを目の当
　たりにしてこのままでよいのかと思っていた。でもご老人の意見も様々なので難しいと思う。

清水区-羽衣地域-30代-女性 ・散歩代わりに小学校への登下校見守り隊があってもよいのでは。
清水区-羽衣地域-40代-男性 ・高齢者がもらって嬉しいもの、生活に使える危険ではないものを贈ってほしい(はさみや爪切りは危ない）。
清水区-羽衣地域-40代-女性 ・国や県でもらえない部分を市が負担すればよい。
清水区-羽衣地域-40代-女性 ・若い世代に財源の負担をかけないでほしい。

清水区-羽衣地域-40代-女性
・老人の総人口に対して敬老会に入っているのはどれくらいか？入っている人は楽しんでいるのか？一部の人だけ
　だったら意味がないと思う。

清水区-羽衣地域-50代-男性 ・中長期的なビジョンに基づいた施策を望む(恒常的に実施できるもの）。
清水区-羽衣地域-50代-男性 ・健康寿命について何か手当するものがあってもよいかと思う。

清水区-羽衣地域-50代-女性
・町内会行事参加が少なくなっている孤立は問題だと思うが、敬老の日があるからやるなら、そこまで経費をかけ
　る必要はないと思う。違うかたち（自宅で介護している人のためとか）でお金を使った方がいい。

清水区-羽衣地域-50代-女性
・少子化問題ばかりが取り上げられて手当てが増える中、働けなくなった高齢者または病気の方に対しての助けが
　少ないと思う。

清水区-羽衣地域-50代-女性 ・介護の経済的負担を和らげる政策をお願いします。
清水区-羽衣地域-60代-男性 ・健康寿命を延ばす仕組みを構築してほしい。
清水区-羽衣地域-60代-女性 ・敬老会に参加する人は特定の人だけ。公平な制度に改定するのが良い。
清水区-羽衣地域-60代-女性 ・敬老会のような行事はなくした方が良い。

清水区-羽衣地域-60代-女性
・高齢者全員から気持よく安心して暮らせる社会づくりにその資金を投入していく方が有意義だと思う。１日のた
　めにお金を使うのではなく、長期スパンで考えていく必要がある。

清水区-羽衣地域-60代-女性
・個人にお渡しする記念品、祝品などは家族のない夫婦、ひとり暮らしの人でどうでしょうか。周りで祝っていた
　だける人がいればよいとしたい。

清水区-羽衣地域-60代-女性 ・予算内でやればよい。
清水区-羽衣地域-60代-女性 ・健康寿命を長くすること。認知症を予防すること。楽しく生活する場を充実することに資金を活用してほしい。

清水区-羽衣地域-70上-男性
・身体面の理由から敬老行事への参加は難しいので町内単位として派手に振る舞わないように祝品の贈呈だけ
　にしてはどうか。

清水区-羽衣地域-70上-男性
・祝ってもらう事はうれしいが役所の負担が大きいのであれば廃止も仕方がない。縮小とか下げるとかの発想はや
　めて77歳を区切りとして祝金はあげて一回きりにしたらよいと思う。

清水区-羽衣地域-70上-男性
・他市に比べ静岡市の敬老事業は十分とは言えない。他の無駄な出費を精査（特に市議、市職員の報酬等）し増額
　する。次回は市議、職員の報酬に対する市民アンケートをお願いする。

清水区-羽衣地域-70上-男性 ・今後の老人の増加に対する受入施設の拡充と老人比率増大を防ぐための若者の就職先の確保。
清水区-羽衣地域-70上-女性 ・祝品としての赤飯や鰹節は不要。または祝品は敬老会出席者のみに渡す。

清水区-羽衣地域-70上-女性
・高齢者は増加するばかり、元気で老いたいといつも思っている。そのためには健康や精神面を向上させる講座等
　あれば参加したいと思う。節目の記念品贈呈は生きる力が湧いてくる。

清水区-羽衣地域-70上-女性
・現代の高齢者は老人的意識が薄い。地区の自治会の敬老会に出席する人は少なく、せっかくの会もあまり出席し
　ない。その資金を病院等の通院用バスのクーポン等にしたらいかがか。

清水区-羽衣地域-70上-女性 ・高齢者が楽しく遊べる施設がほしい。
清水区-清水山村-60代-女性 ・家族や周りの人がお祝いできるといいなと感じる。独居の人はお祝いしてもらうのは励みになると思うので。
清水区-由比地域-70上-女性 ・高齢化はますます進んでいる。健康でいることの幸せのために頑張っているので祝金は？と思う。
清水区-由比地域-70上-女性 ・敬老行事は各自治会が考えて行う。
清水区-蒲原地域-30代-女性 ・家族全体で一泊サービスなどが良い。
清水区-蒲原地域-50代-女性 ・老人に敬意を表し、心遣いできるようにしたい。
清水区-蒲原地域-60代-男性 ・そもそも市から祝ってもらう必要はない。各家庭、個人で祝うことだと思う。
清水区-蒲原地域-70上-男性 ・平均寿命が延びているから、年齢を引き上げる。

清水区-蒲原地域-70上-男性
・敬老事業見直しを提案していますが、まだまだ老齢化は進みます。やはり、元気な老人は敬老のお祝い、行事を
　楽しみにしています。当地区も敬老行事に多くの人が参加しています。費用削減はやめて下さい。

清水区-町名不明-40代-女性 ・敬老事業は手厚く、成人の日事業がまったくないのはおかしい。若年層を軽視し、静岡離れを助長する。
清水区-町名不明-50代-男性 ・「見直し」という名の縮小が前提の設問には回答しかねる。

清水区-町名不明-50代-女性
・個人への祝金などは市が個人的に責任を持ってお渡しするのはいいと思うが自治会単位で助成するのはまったく
　おかしい。敬老会で活動している人がその地区全員という市の考えがおかしい。決まった人だけが出てその人た
　ちだけがおいしい思いをしている現状をもっと税金を大切に使ってもらいたいと思う。

清水区-町名不明-60代-男性 ・高齢者が増えるので、これから大変になると思う。
清水区-町名不明-60代-男性 ・敬老事業の事がよくわからない。
清水区-町名不明-60代-女性 ・100歳のお祝いはよいが、介護が必要な人のための施設が少なすぎる。政治が老人を置きざりにしている。
清水区-町名不明-60代-女性 ・会を開いての参加者は全体の何割？記念品等についても１つの家に２つはいらない。
不　明-町名不明-50代-女性 ・80歳で支給。
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葵　区-城内地域-30代-女性 ・高齢者はお金が必要なんじゃないか。医療費や生活費を上げて記念品とかいらないと思うし誰が使う。
葵　区-城内地域-40代-男性 ・祝品贈呈は現行で可と思うが、これまで市へ納税を行ってきた(10年以上)者と線を引くべき。
葵　区-城内地域-40代-女性 ・デイサービスや行事など経費がかかり祝金はいらない。
葵　区-城内地域-50代-女性 ・祝金や記念品贈呈は続けてほしい。
葵　区-城内地域-60代-男性 ・金品でなく他の方法でお祝いする。
葵　区-城内地域-70上-男性 ・77歳、88歳、99歳は祝金廃止。肖像画、地場産品なども廃止。私は80歳です。
葵　区-城内地域-70上-男性 ・敬老者への2500円助成はやめてもよい。各自治会のコミュニティを高めてほしい。
葵　区-城内地域-70上-男性 ・100歳以外の贈呈金は廃止。
葵　区-城内地域-70上-女性 ・77歳と99歳の祝金を廃止し、100歳の祝金は増やす。

葵　区-城内地域-70上-女性
・祝金を１度にやめてしまうのでなく、徐々に減らしてやめるようにする。前年の人が5000円もらってたのに、次
　の人にないのは悲しい。

葵　区-城北地域-30代-男性 ・一部の者に金を配るのではなく、広く分配してほしい。
葵　区-城北地域-60代-男性 ・祝金を88歳と99歳と100歳のみにする。77歳はほとんどの人が受けるため。
葵　区-城北地域-70上-女性 ・100歳祝品はあってもいいと思う。他の年齢は考えてほしいお金ではなく記念品で良いと思う。
葵　区-城東地域-40代-女性 ・祝品は必要ない。祝金は家族構成、収入などにより変える。
葵　区-城東地域-50代-女性 ・資産のある人は薄く、低所得者には手厚く。
葵　区-城東地域-60代-男性 ・年金生活者に医療費、税金を徴収して祝金を贈るのは変では。
葵　区-城東地域-70上-男性 ・国、県等の祝金は必要なし。
葵　区-城東地域-70上-女性 ・今では77歳でも元気な人が多いので77歳の祝金はいらない。
葵　区-城東地域-70上-女性 ・祝金祝品は廃止し、健康で長生きするための施策および支援をする。
葵　区-城東地域-70上-女性 ・敬老金を廃止し、高齢になっても充実して暮らせることを考えてほしい。
葵　区-安倍地域-40代-女性 ・今は90歳以上の人がざらにいる。77歳や88歳の敬老祝金は数も多く負担になっていると思う。
葵　区-安倍地域-40代-女性 ・生活水準の高い人には祝金を廃止する。一部敬老祝年齢は廃止する。
葵　区-安倍地域-50代-女性 ・祝金は年齢に関係なく5000円にする方法もアリだと思う。
葵　区-安倍地域-60代-男性 ・後期高齢者で健康保険や介護保険を一年間使用しなかった人には祝金を贈呈してもよいと思う。
葵　区-安倍地域-60代-女性 ・ますます増える高齢社会で祝金が多くてパンクするのでは。
葵　区-安倍地域-60代-女性 ・今後祝金は増す一方だと思う。お祝いは個人の家でやればよい。そのお金を若い人たちに使った方がよい。
葵　区-藁科地域-40代-男性 ・年金などに還元したらよい。
葵　区-藁科地域-50代-女性 ・100歳記念だけで良いと思う。又、肖像画はいらないと思う。
葵　区-藁科地域-50代-女性 ・楽しみにしている人もいるので現状でよいと思うが、収入の多い人には無くてもいいかも(所得制限）。
葵　区-町名不明-40代-男性 ・高額所得者へは何もする必要なし。
葵　区-町名不明-40代-女性 ・もらえたら嬉しいのでお祝金は必要だと思います。

葵　区-町名不明-40代-女性
・記念品等は普段楽しみの少ない高齢者の生きるはりあいになるので必要。楽しい時間を過ごすことが１番だと思
　う。記念品は１番好き嫌いがない現金。

駿河区-城南地域-30代-男性 ・今の老人は年金をしっかりもらっているからそんなものはあげなくてよい。
駿河区-城南地域-40代-男性 ・祝金も贈呈品も必要なし。
駿河区-城南地域-40代-男性 ・金品を贈るよりも個々様々な話を聞いてあげるのが大切。

駿河区-城南地域-50代-男性
・敬老事業で直接個人にお金を渡すのではなく、健康増進のための活動を検討してほしい。子育て世帯に対しての
　事業をもっと考えてほしい。

駿河区-城南地域-50代-男性 ・廃止または縮小し、子供手当にまわすべき。
駿河区-城南地域-50代-女性 ・少しばかりのお金より、医療費を下げてあげる方がよいのでは。
駿河区-城南地域-70上-女性 ・敬老事業を削減し、浮いた財源をいかに使うのかが問題。
駿河区-城南地域-70上-女性 ・77歳で5000円は喜ぶ額じゃない。元気な老人たちに仕事場を作ってほしい。
駿河区-城南地域-70上-女性 ・敬老祝金の77歳と99歳は廃止したらよいと思う。
駿河区-大里地域-30代-男性 ・高齢者への祝金、贈呈品は縮小しない方がいい。もっといやな部分を見直した方がいい。
駿河区-大里地域-50代-男性 ・年齢でお金を渡すより、常に医療費等、お金がかからなくしてあげて。
駿河区-大里地域-50代-女性 ・高齢者は増加する一方で、年金を多くもらっているイメージがあるので祝金は廃止。子育て層に使うべき。
駿河区-大里地域-60代-男性 ・敬老祝金は不要だと思う。

駿河区-大里地域-60代-男性
・祝賀会等はよいと思うが、高齢になるほど記念品等のものや金は心からありがたいとは思わない。高齢者が望ん
　でるものはないか理解してもらいたい。

駿河区-大里地域-60代-女性 ・お金や物品を贈るだけが敬老事業ではない、ひとり暮らしにもっと目を配ってほしい。
駿河区-大里地域-60代-女性 ・お祝いは必要だが、ひとり暮らしや恵まれない人に支援を。
駿河区-大里地域-60代-女性 ・祝金は廃止して毎日健康に過ごせる場所(簡単なトレーニング)を作ったり楽しめる場所をつくってほしい。
駿河区-大里地域-70上-男性 ・祝金などは嬉しいが一過性。生活困窮者に上乗せしたらいかが、町内会も義務で行っている感がある。

駿河区-大里地域-70上-男性
・金銭の贈呈は関心しない。長生き証明書(77歳、88歳、99歳、100歳)を発行した方が適切。本人も家族も誇りに
　思うのでは。

駿河区-大里地域-70上-女性 ・祝金など喜ぶと思います。家族で祝う機会になるのでは。
駿河区-大里地域-70上-女性 ・祝金と祝品は90歳以上は廃止にする。
駿河区-豊田地域-20代-女性 ・高齢者が増え続け、祝金を贈るのは無理になってくる。何か気持ちを伝えられる物があればよいのでは。
駿河区-豊田地域-30代-男性 ・何もしなくてもよい。他に予算を使ってほしい。
駿河区-豊田地域-30代-女性 ・祝金は不要だと思う。
駿河区-豊田地域-40代-女性 ・100歳だけでいい。

駿河区-豊田地域-50代-男性
・お金よりバスの無料券の方がよいのではないか。市中心部以外のお年寄りも町へ行く機会が増えるし、中心部も
　活性化する。70歳以上で無料バス券を配付していない政令指定都市は全国でも少ない方だ。

駿河区-豊田地域-60代-女性 ・財政が厳しい中で祝金は必要ないと思う。
駿河区-長田地域-30代-女性 ・高齢者の祝金は不要。今後自分たちがもらえる保証もない。介護・医療にまわすべき。

駿河区-長田地域-40代-女性
・肖像画は喜ばれていない。今後、年々高齢者も増加していくので祝金も見直し、徐々に廃止し、介護保険以外の
　地域サ-ビスの充実に使用してほしい。

駿河区-長田地域-40代-女性 ・補助や祝金を廃止し、その分の予算を高齢者の雇用に回したら？元気な高齢者も多いから。
駿河区-長田地域-50代-男性 ・財政が厳しいのはわかるが、祝事の縮小は楽しみにしている人には気の毒に思う。
駿河区-長田地域-50代-男性 ・記念品は高齢者が必要な物かとりあえず渡しているのか疑問。現金が一番ありがたいのでは。
駿河区-長田地域-60代-女性 ・今の時代に祝金2500円を頂いて満足する人はいないと思うし、廃止してもよいのでは。
駿河区-長田地域-70上-男性 ・敬老祝金は88歳で支給。
清水区-庵原地域-40代-男性 ・敬老祝金など必要ないのではと思う。
清水区-庵原地域-40代-女性 ・祝金は無くさないで。
清水区-庵原地域-50代-男性 ・老人は金を持っている。若者はビンボー！！かわいそうだ。
清水区-庵原地域-50代-男性 ・祝金は廃止する。

清水区-庵原地域-60代-男性
・高齢者が祝金を頂いても自分自身で使う方はほとんどないと思います。孫や家人にやるのが多数と思うため、必
　要と思われるパンツやおむつの配付はどうですか。

清水区-庵原地域-70上-女性 ・祝金は80歳以上にする。
清水区-有度地域-20代-男性 ・祝金は米寿から。
清水区-有度地域-20代-男性 ・祝金廃止。記念に残る物が良い。
清水区-有度地域-40代-女性 ・敬老の祝品や祝金も今後高齢化が進むと増加すると思うので縮小していかざるを得ないかなとは感じます。
清水区-有度地域-50代-女性 ・祝いの会はあっても良いが、個人への祝金は考え直しても良いのでは。
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清水区-有度地域-50代-女性 ・廃止してしまうのは忍びがたい。これからもっと高齢者が増えてくるが、縮小しても続けた方がよい。
清水区-有度地域-60代-女性 ・祝金は90歳以上でいい。
清水区-有度地域-70上-男性 ・祝品、祝金贈呈などを目標に生きてる人は少ないだろうと思う。
清水区-羽衣地域-40代-女性 ・記念品や祝金を楽しみにしているお年寄りも多いと思う。財政上厳しいかと思うが、続けてほしい。
清水区-羽衣地域-50代-男性 ・早く亡くなる人はもらえず年金をたくさんもらった人が祝金をもらう制度はおかしい。
清水区-羽衣地域-70上-男性 ・祝金の対象は世の中の役に立っている人に限るべき。
清水区-羽衣地域-70上-男性 ・今の年寄りは昔と違って年金等があるから、懐は豊か。祝金をもらっても子供にとられる。
清水区-羽衣地域-70上-男性 ・私達夫婦も昨年77歳の敬老祝金をもらい嬉しかったので現状のままで続けてほしいです。
清水区-羽衣地域-70上-男性 ・祝金を廃止する。
清水区-羽衣地域-70上-女性 ・敬老祝金はすべて廃止してお金をまとめてまとまったことをする方がよいと思う。
清水区-羽衣地域-70上-女性 ・祝金と記念品を１つにする（記念品を国か市か自治体の１つに絞る。お金がないなら節約する。）。
清水区-清水山村-20代-女性 ・敬老の祝は縮小して病気、リハビリが必要な人に予算を使うべき。
清水区-清水山村-40代-男性 ・財政難のこの時代、祝金などは必要ないのでは。
清水区-清水山村-70上-男性 ・祝金の贈呈は予算的に大変なのはよくわかるが老人の生きがいや励みになるので理解してほしい。
清水区-由比地域-60代-男性 ・77歳と99歳の祝金は廃止すべき。
清水区-蒲原地域-50代-男性 ・個人的な祝金や品は必要なし。

清水区-町名不明-40代-女性
・祝金もいいと思うが、総額を考えるともっと施設などにこの金額をかけて入所できない人を減らしたら助かる人
　も多くなるのでは。

清水区-町名不明-50代-女性 ・金品ではなく、地域との交流や敬老精神の啓蒙活動に力を注ぐ。

贈答品について 46件

行政区- 地　域 -年代-性別 記入内容

葵　区-城内地域-40代-男性 ・できれば77歳以上の方全員を祝ってほしい、高額な記念品じゃなくても何か記念品をあげればいいと思う。
葵　区-城内地域-40代-女性 ・飾っておくだけの記念品を贈るならそれは廃止して、祝金を増額した方がよい。
葵　区-城内地域-40代-女性 ・100歳の祝品の肖像画はやめる。
葵　区-城内地域-50代-男性 ・100歳の肖像画は不用。もらっても飾る場所がない。賞状で十分満足できる。

葵　区-城内地域-50代-女性
・記念品より現金がよいと思う。祝賀会や人々と会う場は大切。若者と老人がともに過ごせる場をつくってほし
　い。

葵　区-城内地域-60代-女性 ・100歳の肖像画は亡くなった後は処分に困っている家族が多々あります。
葵　区-城内地域-70上-女性 ・100歳への長寿記念品は減らすべきものではないと思います。
葵　区-城北地域-40代-男性 ・肖像画は希望者のみでいいのでは。
葵　区-城北地域-50代-女性 ・介護ヘルパーだが、敬老祝品を喜んでいる人はほとんどなく不用品扱いされている。
葵　区-城北地域-60代-女性 ・敬老祝金品の中にバス、タクシーを利用できる券を贈呈する(すでにあるかもしれませんが)。
葵　区-城北地域-60代-女性 ・交通費無料の券を贈れば喜ばれるでしょう。

葵　区-城北地域-70上-男性
・以前実施していた高齢者へのバス無料パス券をもどして下さい。高齢になったらと期待していたのに。その前に
　廃止になり、残念。

葵　区-城北地域-70上-男性 ・100歳の記念品と恵まれない人に傾斜していく方が良いと思います。
葵　区-城北地域-70上-女性 ・無料のバス券がほしい。
葵　区-城東地域-30代-男性 ・記念品必要なし。このまちで生きた足跡を残してあげる事が大事。
葵　区-城東地域-30代-女性 ・77歳を迎えられる方は増加しており、廃止して別のサービス(割引券優待サービス)に切り替えては。
葵　区-城東地域-30代-女性 ・記念品は使用しないものばかりです。不要です。
葵　区-城東地域-50代-女性 ・肖像画は飾る場所のないし困る。
葵　区-城東地域-60代-女性 ・100歳まで生きることは本当に大変だと思いますので記念品の件は良いと思う。
葵　区-城東地域-60代-女性 ・100歳はもう珍しい時代ではない。国や県でお祝いをしてくれるのなら市はやめてもよいのではないか。
葵　区-城東地域-70上-男性 ・自分も高齢者だがあまり関心がない。祝品など不要！別のことに使う方が有効！。

葵　区-城東地域-70上-女性
・浜松の友人が静岡市は老人に冷たいと言っていました。バスの割引等ぜひ考えてほしい。家に閉じこもってしま
　う老人もいるだろうから。

葵　区-城東地域-70上-女性 ・記念品が不要な物だと意味がない。

葵　区-安倍地域-60代-女性
・100歳の肖像画はとても良かったのですが、３名とも似ていなくて残念でした。家の方も必要ないと三家族が言
　っていました。納得できます。(100歳まで生きるのは大変です)。

葵　区-安倍地域-70上-男性 ・敬老祝金だけにし、記念品はもらってうれしい人ばかりではない。
葵　区-安倍地域-70上-女性 ・バス乗車券の復活。
葵　区-町名不明-30代-女性 ・記念品ほどいらないものはない。

葵　区-町名不明-60代-男性
・今は費用がかかるから変更や廃止という意見があると思うが、なんで祝品を贈るか原点に立って考えてもらいた
　い。

葵　区-町名不明-60代-女性 ・100歳記念品は現行のままでよい。この歳まで元気でいる事は本人の元気でいる努力があると思うから。
駿河区-長田地域-60代-女性 ・祝品は廃止する。
駿河区-町名不明-40代-女性 ・肖像画ってもらって嬉しいでしょうか。
清水区-庵原地域-30代-女性 ・贈呈品はご本人が本当に必要なものを選択できるようにする。
清水区-庵原地域-40代-女性 ・記念品廃止。私はほしいと思わないから。
清水区-庵原地域-40代-女性 ・100歳まで生きていても祝品をもらってもわからない人が多いと思う。
清水区-庵原地域-60代-女性 ・肖像画等の記念品は廃止してもよいと思う。

清水区-庵原地域-70上-女性
・母が100歳の時に記念品等をもらったが、肖像画は必要ない。77歳は平均寿命より低く元気な人が多いのでカッ
　トしてもよい。

清水区-庵原地域-70上-女性 ・100歳の肖像画はいらない。県と市、国はまとめて一つにしたらどうか。

清水区-有度地域-20代-女性
・77歳以上にはプレゼントをあげてもいいと思う。「長生きしてね！」という気持ちは大切。市民皆でになってい
　くべき。

清水区-有度地域-60代-男性 ・祝金は邪魔にならないが、祝品は邪魔になる。
清水区-羽衣地域-40代-女性 ・100歳のお祝いはあった方がいいが肖像画は不要だと思う。祝金の方がよい。
清水区-羽衣地域-60代-女性 ・父の100歳の記念品の竹細工が良かった。
清水区-羽衣地域-60代-女性 ・100歳の肖像画はやめる。
清水区-羽衣地域-70上-男性 ・100歳祝品の画はいらない。
清水区-羽衣地域-70上-男性 ・饅頭なぞ食うものか。ほしくもない毛布など迷惑至極！商品券なら家族ともに喜ぶのではないか。

清水区-清水山村-40代-女性
・高齢者施設で働いているが、100歳の肖像画などもらった時の笑顔など見れてとてもうれしく思うが、77歳と99
　歳はいらないように思う。肖像画大きすぎる。

清水区-町名不明-70上-男性
・名古屋市は65歳以上になると年間5000円で地下鉄、バスが乗り放題。結果的に高齢者が活発に動き、健康と商店
　街、地域の名所など活性化に結びついている。


